
　幼保連携型認定こども園として「子ど
もたちの未来を創造し、豊かな心を育む」
ことを目標に、親と子がともに育つため
の地域の子育て支援センターとしての役
割を担ってまいりました。人や環境、自然
との関わりの中で遊びを通して健康で思
いやりのある子を育むよう努めます。

認定こども園 はまの幼稚園
〒260-0824 千葉市中央区浜野町1252-4

TEL 043-261-0725
FAX 043-265-5667

　子どもたちの人生はこれから始まりま
す。大人と違いたくさんの可能性があり
ます。どんなに素晴らしい才能が眠って
いるか分かりません。隠れている才能を
引き出し育てる事が大人の役目だと思い
ます。園ではたくさんの経験と体験をし
て子どもたちは自信をつけ成長します。

認定こども園 松ヶ丘幼稚園
〒260-0801 千葉市中央区仁戸名町552

TEL 043-265-1815
FAX 043-265-1869

　朝の体育活動に始まるリズミカルな幼
稚園の一日。「動きとことばとリズム」を基
調とした特徴ある保育環境の中、子ども
たちは実にたくましく、のびやかに育って
いることに驚かされる。淑徳大学とともに
名刹大巌寺の両翼として、未来に生きる
子らの根っこを育てたい。

大 巌 寺 幼 稚 園
〒260-0812 千葉市中央区大巌寺町186

TEL 043-261-5997
FAX 043-268-0519

　積木で思考力を、体育リトミックで注意
集中力を養います。子どものやる気を積
極的に引き出し、『和・徳・体』のバランス
を一つ高いレベルに引き上げていきます。
子どもを伸ばす事を全ての保育の指針と
し、子どもが幸せになるかどうかを判断基
準としています。

梅 乃 園 幼 稚 園
〒260-0851 千葉市中央区矢作町939-6

TEL 043-222-2003
FAX 043-222-2126

　仁戸名幼稚園では、太陽の中、四季に
多種多様の花や緑がたくさんあふれる園
庭で、子どもたちは、小さな体を鍛え、自
らでルールに気付き、大人には絶対に負
けない自由で明るい絵を描いています。
　毎日毎日、子ども１人１人が、楽しく園
生活を送っています。

認定こども園 にとな幼稚園
〒260-0801 千葉市中央区仁戸名町616

TEL 043-261-5618
FAX 043-261-6391

　元気な子・頑張る子・豊かな子を教育目
標に思考力と意欲を育てるピアジェ理
論。再び訪れる事ない幼児期に脳科学で
も証明された音感教育・水泳教育が出来
る環境を整え、躾とお行儀・集中力と達成
感・自律と自己修正をキーワードに次元
の違う子育て幸福感を追求します。

九 重 幼 稚 園
〒260-0833 千葉市中央区稲荷町3-12-6

TEL 043-261-1418
FAX 043-261-5678

　開園以来一貫して心掛けてきた事は、
幼児期こそ人間関係の楽しさを知ってほ
しいということ、そして園では、子供同士
の触れ合いの中で、友達との助け合いや
けじめのある生活の基礎を身に付けさせ
ることが大きな役割と考え、教師と子供
ともども日々努力しております。

こまどり幼稚園
〒260-0805 千葉市中央区宮崎町234-1

TEL 043-261-3083
FAX 043-261-3062

　創立以来55年一貫してのびのびした
家庭的な雰囲気の中で、子ども同士の人
間関係を遊び中心に大切に育てています。
＜特色＞園外保育多数。泥んこ・水遊びの
自然体験。ボディペインティングや移動
動物園。知育遊び（グループ体験学習）・
英会話・体操。平成29年5月新園舎竣工。

認定こども園 都幼稚園
〒260-0001 千葉市中央区都町1-46-22

TEL 043-231-7047
FAX 043-231-7063

－明徳の森と山で楽しさを実感する－
　自然とかかわり五感をはたらかせて知
を育み、身体を動かして思いきり遊びま
す。また物を作る楽しさと試行錯誤しな
がら工夫するおもしろさを味わい、さま
ざまな自分の思いを共感しあうことで、
人とのかかわりを豊かにしていきます。

認 定 こ ど も 園

千葉明徳短期大学附属幼稚園
〒260-8685 千葉市中央区南生実町1412

TEL 043-265-1614
FAX 043-305-1766

　子どもの未来のために蒔いた種が園
庭のけや木のように大きく育ち、田畑や
食育、本物の体験を通して、「すごい！ふし
ぎだな！」と感動と科学の芽を育む「心」の
教育を心がけています。温水プールを導
入して健康で一人ひとりの笑顔があふれ
る園生活を目指しています。

認定こども園葵幼稚園
〒260-0801 千葉市中央区仁戸名町205

TEL 043-261-7095
FAX 043-268-1181

　子どもたちが主体的に遊びに関われる
ように環境を整え、感性豊かな子どもを
育みます。「やさしく思いやりのある子」
「自主性と創造力をもつ子」「健康でたく
ましい子」が教育・保育目標です。子ども
園の社会的役割を認識し、豊かな社会作
りに貢献します。

幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園

植草学園大学附属弁天こども園
〒260-8601 千葉市中央区弁天2-7-1

TEL 043-290-1789
FAX 043-290-7200

　本園は、健康な身体、豊かな表情、思い
やりの心、善悪をわきまえた子どもを育
成する事を教育目標にしています。
　今世紀を幸せに生きるため、卒園後も
[いじめる側][いじめられる側]にならない
心身ともに健全な人間育成を行っていま
す。いつでも参観しに来て下さい。

山 百 合 幼 稚 園
〒260-0001 千葉市中央区都町5-23-30

TEL 043-231-3600
FAX 043-231-3622

　“主体的な生き方”ができるように、
一人ひとりが健康で心豊かな人間に成長
することを願い、集団生活の中で多くの
友だちや先生と心からふれあい、家庭で
は得ることのできないさまざまな体験を
する。

院 内 幼 稚 園
〒260-0007 千葉市中央区祐光1-9-5

TEL 043-222-7775
FAX 043-222-3217

『基本しっかり、体験たっぷり』
　千葉白菊幼稚園は、子ども達の最大の
成長因子である“体験”をたっぷり用意し、
子ども達には成長を！保護者の皆様には
感動を！365日提供し続けます！
　詳しくは当園ホームページやフェイス
ブックを是非ご覧下さい！！

千葉白菊幼稚園
〒261-0001 千葉市美浜区幸町2-12-8

TEL 043-241-6600
FAX 043-241-6796

　たくさんの木々に囲まれた広い敷地に
独立園舎、雨天でも元気に遊べる遊戯棟
など子どもたちがのびのびと遊ぶことの
できる明るく笑顔あふれる幼稚園です。
　幼児期に大切な遊びを通し子どもたち
の成長につながる保育を心がけておりま
す。ぜひお気軽においでください。

認 定 こ ど も 園

千葉さざなみ幼稚園
〒261-0004 千葉市美浜区高洲1-1-20

TEL 043-243-3373
FAX 043-242-0226

 子どもの生活は「遊び」で形成されてい
ます。「遊び」が成長の力となります。
　羔幼稚園はキリスト教保育を礎とし
「遊び」を中心とした保育を９０年を超えて
行ってきました。
　新しくなった園舎で、子どもたちの
「遊び」が更に拡がるよう努めて参ります。

羔 幼 稚 園
こひつじ みどり

〒260-0004 千葉市中央区東本町5-1
TEL 043-227-6368
FAX 043-227-6360

　昭和24年創立以来、家庭的な少人数
編成で、静と動とを区別し、話を集中して
聴き、よく考える子が育つ保育を目指し
ています。思いきり体を動かす活動や興
味のある事に熱心に取り組む環境作りに
も力を入れています。白いエプロンとり
すのリュックで元気に登園して下さい。

翠 幼 稚 園
〒260-0033 千葉市中央区春日2-12-10

TEL 043-241-2913
FAX 043-241-2923

　キリスト教の愛の教えに基づき、一人
一人の個性を大切に育みます。
　また、縦割り保育を通して異年齢の交
わりの中から育ちあっていき、沢山遊ぶ
中から知恵や工夫、人との関わり、生きる
上での一番大切な土台を作ります。

双 葉 幼 稚 園
〒260-0027 千葉市中央区新田町5-8

TEL 043-242-4933
FAX 043-242-4933

　地域に支えられ、創立６9年目を迎えま
す。『伸びやかな心・健やかな体・豊かな創
造力』を保育目標とし、子どもが主体的に
遊び活動する園生活は、感動や発見に溢
れています。徒歩通園を通して家庭との
繋がりを大切にし、親も子も笑顔いっぱ
いの幼稚園を目指しています。

認定こども園 登戸幼稚園
〒260-0031 千葉市中央区新千葉3-14-18

TEL 043-241-3512
FAX 043-241-3512

　創立６９年目、地域と一体で笑顔溢れる
魅力的な幼稚園を目指しています。集中
力と聞く力を養う漢字教育、草履での健
康づくり、専任講師による体育と絵画指
導（三原色）など、特色ある保育活動を実
践しています。四季折々の行事や親子行
事で感謝と思いやりの心を育てます。

認 定 こ ど も 園

ひまわり幼稚園
〒260-0807 千葉市中央区松ヶ丘町611

TEL 043-261-2719
FAX 043-261-8886

中央区 美浜区 （各区設立順）

●3歳児（H30.4.2～H31.4.1生）●4歳児（H29.4.2～H30.4.1生）●5歳児（H28.4.2～H29.4.1生）

10月15日（金）から願書配布

11月1日（月）から願書受付
募集の詳細は千葉市幼稚園協会ホームページ
または各園にお問い合わせください。

ホームページ https://www.chibashi-youchien.gr.jp　　

幼児教育は千葉市幼稚園協会加盟園にお任せください！

令和4年度

市内一斉に園児を募集します市内一斉に園児を募集します
園 児 募 集



子 鹿 幼 稚 園

～心と知性と体力のバランスのとれた子
どもの成長を目指して～
　木々に囲まれた広い園庭で、個々の興
味・関心を大切に、遊びを通して子ども達
一人ひとりの特性や発達の過程を考慮し、
感性豊かで心身の調和のとれた子どもの
成長を図っています。　　

認 定 こ ど も 園

植草学園大学附属美浜幼稚園
〒261-0004 千葉市美浜区高洲1-17-8

TEL 043-277-2361
FAX 043-277-2388

　何してあそぼうかな？わくわくドキドキ
楽しい保育を実践します。園の特色でも
ある『つくりんぼ』は知恵と創造力を養う
造形保育。わんわん保育は命の大切さや
愛情を育み、楽しいランチタイムは温か
な自園給食が大人気!!食育を培います。
豊かな心と生きる力が育ちます。

磯辺白百合幼稚園
〒261-0012 千葉市美浜区磯辺4-14-1

TEL 043-277-2525
FAX 043-279-0697

　園庭の遊具で思いきり遊びます。持久
力や集中力を高める活動を通して最後ま
で諦めない粘り強く逞しい子が育ってい
ます。経験豊かで子ども達を温かく認め
るやさしい教師との触れ合いの中で思い
やりや豊かな表現力が養われています。
絵本の読み聞かせで深い心が育ちます。

城徳学園いそべ幼稚園
〒261-0012 千葉市美浜区磯辺7-16-1

TEL 043-277-3113
FAX 043-277-3113

　遊びの中でけんかをしたり話し合って
仲直りをしたりしながら思いやりの心が
育っていきます。全職員で全園児を観る
体制で一人ひとりの個性を伸ばし、絵本
の読み聞かせや英語、体操など本物の体
験から賢くて身体を動かすことが好きな
子になるような保育を実践しています。

め ぐ み 幼 稚 園
〒261-0003 千葉市美浜区高浜3-2-1

TEL 043-278-3502
FAX 043-278-3344

　学校教育法第1条に規定された学校と
して認可され、平成21年4月に併設の小
学校とともに発足しました。外国籍及び
帰国幼児を対象とし、主として英語による
教育活動を行っています。国際都市「マク
ハリ」から世界に向かって羽ばたく人間の
育成を目指しています。

幕張インターナショナルスクール幼稚園
〒261-0014 千葉市美浜区若葉3-2-9

TEL 043-296-0277
FAX 043-296-0186

　木陰でお昼まであそぶとどろんこだ。
けんかもするけど、ともだちいっぱいでき
る。幼稚園では、自分のことは自分で決め
るし、みんなのことは納得するまで話し合
いをして、決めていくんだよ。
　ママのお弁当はおいしい。幼稚園で絵
本かりていくからいっしょによんでね。

青 い 鳥 幼 稚 園
〒262-0023 千葉市花見川区検見川町1-48

TEL 043-271-3175
FAX 043-271-3175

　元気良く登園した園児は、すぐに友達
と意気投合。「遊び」を中心とした集団生
活で、様々な活動に取り組んでいます。
一歩一歩成長している子ども達です！
　心身共にたくましい子・友達と仲良く遊
べる子・一生懸命取り組む子・創造性豊か
な子を目標に、生きる力を育みます。

花 園 幼 稚 園
〒262-0025 千葉市花見川区花園1-3-9

TEL 043-271-7837
FAX 043-271-7837

☀太陽と水と土との接触は子どもの成長
に不可欠です。当園の子どもたちは日々
沢山の経験や体験をしています！ 皆でや
り遂げた満足感は成長する上での自信や
意欲につながります。一人ひとりを大切
に個性と感性を育てます。見学自由。
♥生き活き保育のさざれ幼稚園です

さ ざ れ 幼 稚 園
〒262-0032 千葉市花見川区幕張町5-241

TEL 043-273-8813
FAX 043-274-4705

【子どもの笑顔が集う園】
　子どもたちの明るい声がいっぱいの幼
稚園です。当園では、一人ひとりの成長に
合わせ、のびのびと心身を鍛えながら豊
かな人間性を育成し、自発性のある、輝く
笑顔の子どもたちに育てていくことを何
よりの喜びとしております。

信徳寺あさひ幼稚園
〒262-0044 千葉市花見川区長作町610-1

TEL 043-259-5558
FAX 043-259-6107

　広い園庭には大きな桜の木、その下で
元気いっぱいに走り回って遊ぶ子供た
ち。少人数保育の中で学年の壁を越えて
お互いを思いやる心を大切に育てていま
す。卒園後にも訪れてみたくなる、いつま
でも子供たちの心に残る幼稚園でありた
いと日々保育をしております。

花 見 川 幼 稚 園
〒262-0046 千葉市花見川区花見川4-14-101

TEL 043-259-2637
FAX 043-259-2637

《子どもたちの瞳が輝く幼稚園》
　「ちばF.A.R.M」には発見と感動がいっ
ぱい。感じて、表して、味わって…わくわく
した子どもたちの笑顔が輝きます。
　「仲間との遊びの保育」では、イメージ
豊かに考え合って遊ぶ子どもたち。思い
やりと豊かな感性が育つ幼稚園です。

由田学園千葉幼稚園
〒262-0046 千葉市花見川区花見川1-29

TEL 043-259-7095
FAX 043-259-7095

　集中力を高め一人一人の個性を大切
にする指導に取り組んでいます。子ども
はおもいきり園庭で身体を動かしエネル
ギーを発散させ、室内では静かに活動に
取り組みます。教師は安全でたのしい幼
稚園生活を心掛けその為の訓練や研修
に励み子どもの期待にこたえます。

新検見川幼稚園
〒262-0019 千葉市花見川区朝日ケ丘5-28-61

TEL 043-271-5000
FAX 043-272-7046

笑顔いっぱい 楽しさいっぱい
　広々環境で、体いっぱい自然に親しみ、
のびのびと健やかに育ってほしい。
　充実した教育環境の中で、将来を見据
えた基本的な潜在能力を養い、子どもた
ちの資質や能力をバランスよく育んでい
ます。

こてはし台幼稚園
〒262-0001 千葉市花見川区横戸町857

TEL 043-257-2111
FAX 043-257-2186

豊かな自然の中で自由に
遊びを創る子どもたち。
生命の神秘に気づき意欲と
創造性と思いやりの心を身
につけます。

青い鳥第二幼稚園
〒262-0014 千葉市花見川区さつきが丘2-13

TEL 043-259-3788
FAX 043-259-3788

～感じる心・あふれる笑顔～
　丈夫な体と豊かな心。人間の基本を
しっかり身につけ、自己を発揮して伸びる
子を育てます。驚きや発見、喜びや楽しみ
など感性に響く体験は子どもの自信を育
みます。子ども・保護者・教師ともに学び
合える楽しい幼稚園です。

認 定 こ ど も 園

さつきが丘幼稚園
〒262-0014 千葉市花見川区さつきが丘1-33-1

TEL 043-250-6383
FAX 043-259-2345

　～楽しくなければ、幼稚園じゃない!!～
　季節に合った楽しい行事や、家庭では
味わえない集団ならではの活動が盛り沢
山!!大好きなお友達や先生と過ごす中で
協調性を養ったり、基本的生活習慣が身
についていきます。子ども達のキラキラ
輝く笑顔を当園ＨＰでもご覧下さい。

こざくら第二幼稚園

ひじりひじり

〒261-0011 千葉市美浜区真砂4-17-2
TEL 043-278-2578
FAX 043-277-3377

～プールでスカイダイビング！～
　子どものこの楽しそうな笑顔のため
に、職員一同情熱をもって保育に取り組
んでいます。遊びたい、学びたい、見た
い、知りたい、聞きたい等一人一人の好
奇心をフル活用させ、生きる力に繋げて
います。ぜひ一度、遊びに来て下さい♪

ひ ば り 幼 稚 園

認定こども園高洲幼稚園

〒261-0011 千葉市美浜区真砂5-24-1
TEL 043-278-0912
FAX 043-277-1150

　幼児期は脳細胞数が増大する時。人間
形成に必要なこの時期だけにしか興味を
持つことのない「遊び」の中で五感を
シャープに磨きながらの楽しい体験、個々
の持つ特性を十分に引出す指導、今求め
ている的確な援助等、教師の目は優しく真
剣、身近な友達との共同力も育てたい。

真砂第一幼稚園

幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園

千葉女子専門学校附属聖こども園
認 定 こ ど も 園

千葉敬愛短期大学附属幼稚園

〒261-0011 千葉市美浜区真砂2-17-82
TEL 043-278-0011
FAX 043-278-0072

－のびのびと遊び心ゆたかに育つ－　
　子どもたちは、ともだちとの遊びやか
かわりを通して多くの事を体験し、成長し
ていきます。思いやりにあふれ、のびのび
心ゆたかに育ち合えるよう、ひとりひとり
の違いを認め、子どもが主体である保育
を目指しています。

真砂白百合幼稚園
〒261-0011 千葉市美浜区真砂3-14-2

TEL 043-278-0023
FAX 043-279-8225

　友達との関わりから相手を思いやる心
が芽生え、様々な遊びから自発性・積極性
が育まれると考え、園生活でしか体験で
きない環境作りに取り組んでいます。長
年培ってきた独自のプログラムと新しい
発想で、子どもたちが感性豊かに明るく
元気に育つ保育を行っております。

認定こども園高浜幼稚園

認定こども園真砂幼稚園

〒261-0003 千葉市美浜区高浜1-8-2
TEL 043-246-7090
FAX 043-246-1062

　緑の木々に囲まれた広い園庭で元気
に遊ぶ子どもたち。太陽のまぶしい光と
先生の穏やかな笑顔に包まれて素直に
丈夫に伸びています。子鹿幼稚園では、
「一人ひとりを大切に」をモットーに、
「今日も幼稚園楽しかった」と園児たちが
充実した毎日を積み重ねています。

〒261-0001 千葉市美浜区幸町1-5-1
TEL 043-242-8741
FAX 043-242-8740

　子どもの心に寄り添う手作り保育48年
どろんこ　じゃがいも栽培　カレー作り
お泊り保育　小学生やみはま苑のお年寄
りとの交流　絵本貸し出し44年　劇作り
かるた作り　運動大好き。直接経験と話
し合い活動が身上。いきいきと思いきり
活動し、その子らしく成長してほしい。

〒261-0004 千葉市美浜区高洲3-3-12
TEL 043-278-1910
FAX 043-278-1910

　教育と保育の双方を総合的に提供する
認定こども園です。こどもたちの心身の伸
びやかな成長を願い環境作りを心掛けて
います。1年を通し緑いっぱいの芝生の園
庭で思い切り体を動かして遊び、色々な経
験をしながら豊かな感性とこれからを生
き抜く生きる力を育んでいます。

〒261-0004 千葉市美浜区高洲2-3-24
TEL 043-245-0626
FAX 043-245-0626

　広い園庭を走り回ったり、虫や花を探し
たりと豊かな遊びの中で、自ら考えて行
動できる子どもを育てています。「かがく
のかだん」「子どもミュージアム」「ぎゅ
ぎゅっと♡けいあい」など楽しい企画が満
載です。ぜひキラリと輝く子どもたちの
笑顔を見にいらしてください。

〒261-0004 千葉市美浜区高洲2-2-16
TEL 043-242-8746
FAX 043-242-8792

　ゆとりある保育時間の中で、縦割り活
動をはじめ、さまざまな活動にバランスよ
く取り組み、笑顔と自由と規律の調和を
目指します。一人ひとりの思いや成長過
程を大切にし、周囲の人々へ積極的に正
しく接し、互いの良さを発揮しあう楽しい
毎日をみんなに贈ることが願いです。

〒261-0011 千葉市美浜区真砂1-12-9
TEL 043-278-3310
FAX 043-278-3046

美浜区 花見川区 （各区設立順）

美浜区 花見川区 （各区設立順）

よし　だ



曉 幼 稚 園

　自由な発想や個性を大切にする保育
　子どもたちの「やってみたい！」という好
奇心や意欲を大切に、遊びの中で生まれ
る自由な発想や個性を伸ばす保育を目
指します。季節を肌で感じ、のびのび遊
び、たくさんの愛情を受ける子どもたち
は、心豊かに育っていきます。

認定こども園 土岐幼稚園
〒263-0023 千葉市稲毛区緑町1-5-17

TEL 043-242-2561
FAX 043-242-2562

　子どもたちの将来の成長のため、自分
の五感を使う直接体験や体を動かす遊び
を大切にしています。田植えや野菜栽培
と収穫そして調理と試食。みそやこん
にゃく作りも子どもたちは大好きです。木
工や陶芸、草木染めも実際に体験します。
　ぜひ参観においでください。

あやめ台第二幼稚園
〒263-0053 千葉市稲毛区柏台1-25

TEL 043-255-7211
FAX 043-255-7213

幼児期は「遊び」が「学び」です
　遊びを大切にした教育を行っていま
す。この時期に思いっきり遊ぶことで創造
性が豊かになります。３つの教育方針「丈
夫な体」「豊かな心」「考えつくり出す知
恵」を基盤に心身ともに健康な子どもの
育成を目指して教育にあたっています。

小 中 台 幼 稚 園
〒263-0043 千葉市稲毛区小仲台8-20-1

TEL 043-255-3627
FAX 043-255-0105

　大人になって、幼稚園時代を思い出す
時、楽しかった嬉しかったと思えるような
豊かな生活をこの時期に送ってほしいと
願っています。広い庭、野菜畑。裏山には
アスレチック、たけのこ山。秋には柿やみ
かんが実り、子ども達が自然の中で十分
遊べる環境です。

認定こども園 山王幼稚園
〒263-0002 千葉市稲毛区山王町153-2

TEL 043-423-3331
FAX 043-423-3475

『なかよく・すなおに・すこやかに』
　のびのび走り、たくさん遊び、けじめあ
る生活で元気な身体つくりを目ざしま
す。保育者が一人一人に愛情を持ち指導
しています。明るく開かれた教育と広い
園庭での遊びは子どもの大きな成長に
繋がります。

千葉文化幼稚園
〒264-0028 千葉市若葉区桜木4-16-38

TEL 043-231-0304
FAX 043-231-2058

　子どもは認められたい、ほめられたい、
愛されたい、役にたちたいという願いを
強くもつ事をモットーに、子ども好きな教
諭と毎日楽しく遊ぶ幼稚園です。挨拶・返
事・靴をそろえる生活の基本も遊びなが
ら覚えていきます。行事を派手にしない
営利主義のない幼稚園です。

大 宮 幼 稚 園
〒264-0015 千葉市若葉区大宮台6-10-3

TEL 043-261-3918
FAX 043-261-3918

　積極的で明るい子ども！
　最後まで頑張り　粘り強い子ども！
　思っていることが主張でき、考えなが
ら行動できる賢い子ども！
これが、泉の教育目標です。
　家庭的な雰囲気の中、一人ひとりの成
長にあわせ丁寧な保育を行います。

泉 幼 稚 園
〒264-0006 千葉市若葉区小倉台3-11-1

TEL 043-231-0802
FAX 043-232-1086

　創立50年。伝統の教育を守り幼児教
育に邁進しています。約6000名の子ど
もたちが当園を卒園し活躍しておりま
す。主な地域は都賀、若松、貝塚、桜木、小
倉、原、高品、四街道。預かり保育、放課後
の課外教室も充実しています。小学校進
学を見据え子どもの聞く力を育てます。

み の り 幼 稚 園
〒264-0025 千葉市若葉区都賀5-20-26

TEL 043-231-0652
FAX 043-233-4855

　子どもたちは、幼稚園でたくさん遊び
ます。その中で、友達と楽しんだり、話し
あったり、思いやったりしながら、自立した
人となるための基礎を培います。
　そして、ひとりひとりの違いが認めら
れ、大切にされていることを知ります。家
庭と園で協力しながら支えていきます。

認定こども園 のぞみ幼稚園
〒264-0004 千葉市若葉区千城台西1-31-1

TEL 043-237-1394
FAX 043-237-1416

　４つの教育方針を柱とし、明るくて元気
な先生たちが子どものことを第一に考え
た手作り保育を展開します。
　広い園庭・総合保育場・農場・動植物等
環境も整えています。
　土曜日に園庭開放を行なっていますの
で、ぜひ一度足を運んでみてください。

千城台南幼稚園
〒264-0003 千葉市若葉区千城台南2-8-4

TEL 043-237-0552
FAX 043-237-0552

　へいわ幼稚園は今年度で創立５０年目
を迎えました。また地域の子どもたちが
どなたでも幼稚園教育を受けられるよう
にと考え今年4月より幼稚園型の認定こ
ども園へ移行しました。子どもたちは広
い園庭と明るい園舎内で伸び伸びと遊び
心満たされる毎日を過ごしています。

認定こども園 へいわ幼稚園
〒264-0002 千葉市若葉区千城台東1-6-2

TEL 043-237-0551
FAX 043-236-1480

　保育の中心は『遊び』遊びを通して自ら
考え、自ら学ぶ。自立した子どもの育成に
力を注いでいます。保育カリキュラムに
は専門講師によるリトミック・体育教室・英
語もあります。朝7:30～夕方18:30まで
で、夏・冬・春休みも同様に預かりますの
で、仕事をしている方も通えます。

千 城 東 幼 稚 園
〒264-0002 千葉市若葉区千城台東3-14-13

TEL 043-237-9356
FAX 043-237-9357

　緑が溢れる3,894㎡の広い運動場。多
様な遊具や色鮮やかな人工芝。冷暖房完
備の明るく清潔な園舎。自園調理の完全
給食。豊かな環境で生きる力の基礎作り
を目指しています。教職員の温かさが園
児の体温となり息づかいが園児の鼓動と
なる心の通った保育を信条としています。

加 曽 利 幼 稚 園
〒264-0017 千葉市若葉区加曽利町953-3

TEL 043-231-3065・3066
FAX 043-231-4736

　園内は自然がいっぱい。季節の変化や
恵みを五感で豊かに感じとり、心が動か
されるような体験活動を重視しています。
　アスレチック遊具やザリガニ池のある
林間遊園地、野菜の種まきから収穫まで
体験できる実習畑や広い第2グランドで
伸び伸び遊んでいます。

やまびこ幼稚園
〒265-0061 千葉市若葉区高根町898-2

TEL 043-228-3320
FAX 043-228-3322

　四方木々に囲まれた自然の中で、草木
の芽吹き、小さな花々、オタマジャクシ、
山を通り過ぎてきた心地よい風、裸足で
駆け回る広い園庭。秋にはサツマイモの
収穫、紅葉の真っ赤な落ち葉。自然の四
季折々を通じ、子どもたちの心を豊かに
育て上げたいと努力しております。

若 松 台 幼 稚 園
〒264-0021 千葉市若葉区若松町401

TEL 043-232-5177
FAX 043-232-5178

目指します！ 調和のとれた保育

キャリアから若手　バランスとれた先生
伝統から斬新　バランスとれた保育
知育からスポーツ　バランスとれた教育
そして・・・豊かな自然環境をとおしてかた
よらない心と体を育てます。

穴川花園幼稚園

あかつき

〒263-0025 千葉市稲毛区穴川町375
TEL 043-251-3514
FAX 043-284-9564

　　　「はじめてがいっぱい！
　　　　　　　いなげようちえん」
　緑の樹木と静かな環境に囲まれた幼稚
園です。一人ひとりの発達や個性を重視
し、心身共に豊かな人間関係を作るため
の保育の実践。健全な食生活の実現のた
め、食育にも力を入れています。

稲 毛 幼 稚 園

スガハラ幼稚園

〒263-0035 千葉市稲毛区稲毛町5-100-1
TEL 043-243-4115
FAX 043-248-7705

　　　「やさしいまなざし
　　　　　豊かな教育環境」

　子ども達一人ひとりの思いや考えを
大切にしながら、豊かな心、考える力、
たくましい心と身体を育んでいきます。
　　　心つたえて・・・

　　　　笑顔、はぐくむ！

認定こども園 小ばと幼稚園

認 定 こ ど も 園

稲毛すみれ幼稚園

〒263-0016 千葉市稲毛区天台1-7-17
TEL 043-251-6471
FAX 043-251-7755

未来を背負う子ども達の
健やかな成長と

人間性の向上のために！
どんな未来になっても生きていけるよう
な力をつけるために、色々な沢山の経験
をさせてあげて、大きな夢を育ませてあ
げたい。これが園生幼稚園の願いです。

園 生 幼 稚 園

弥 生 幼 稚 園

〒263-0051 千葉市稲毛区園生町956-6
TEL 043-251-5002
FAX 043-256-5751

　子どもたちは、植える、育てる、収穫す
る、調理する、作る、見る、触れる、体を動
かすなど、さまざまな自然体験や生活体
験を行い、毎日元気に過ごしています。教
師や友だちとのかかわりを楽しみ、五感
を使い、豊かな感性をもった子どもに
育ってほしいと願っています。

あやめ台幼稚園

愛 隣 幼 稚 園

〒263-0051 千葉市稲毛区園生町468-1
TEL 043-253-5301
FAX 043-253-5302

曉幼稚園のテーマ
子どもと宇宙は無限の可能性

　その可能性を引き出すには、あそびを
通して学ぶ事が重要で、それを具現化し
たものが行事だと思います。
　行事を通して自信を付け、成長する事
に保育の重点を置いています。

〒262-0016 千葉市花見川区西小中台2-1
TEL 043-271-1950

　素直で明るく優しい笑顔で誰にでも挨
拶ができる元気な子どもたちが集うスガ
ハラようちえん。
　保護者・地域・幼稚園が手をとりあって
子どもたちがのびのびとした環境設定の
中で人と人との関わりを遊びの中で身に
つけるように心がけています。

〒262-0031 千葉市花見川区武石町2-1017
TEL 043-273-3328
FAX 043-273-3328

　小さい時の思い出は、いつまでも記憶
に残る一生の宝物です。
　稲毛すみれ幼稚園は、仏教保育教育
の、思いやりの心や感謝の心を育てます。
皆が元気で笑顔のあふれる幼稚園を目
指していきます。

〒263-0031 千葉市稲毛区稲毛東1-14-13
TEL 043-242-6116
FAX 043-243-0257

　住宅地の中にある自然いっぱいの幼稚
園です。本園では、自分たちで育てて収
穫する喜びや調理して食べる楽しさを味
わう体験・遊びを通して四季の自然を身
近に感じる経験ができるようにしています。
やさしく思いやりのある子よさを生かし
自ら学ぶ子いつも元気でねばり強い子

〒263-0024 千葉市稲毛区穴川1-4-6
TEL 043-253-5311
FAX 043-253-5312

　幼稚園の主人公、それは子どもです！
　幼稚園での生活は、子どもたちの主体
的なあそびが中心です。体と心を動かし
て、仲間と出会い、力を合わせて一人ひと
りがその子らしさを発揮します。
　“子どももおとなも笑顔になる”そんな
幼稚園時代を大切に考えています。

〒263-0021 千葉市稲毛区轟町5-2-12
TEL 043-251-6395
FAX 043-251-6395

花見川区 稲毛区 若葉区 （各区設立順）

花見川区 稲毛区 若葉区 （各区設立順）



認 定 こ ど も 園

みつわ台幼稚園

　自然に恵まれた緑豊かな幼稚園です。
室内での活動で集中力を養い、広い園庭
で体力をつけていきます。
　園と家庭との連絡を蜜にし愛情と忍耐
を持って保育にのぞんでいます。ブログ
でも紹介していますので、ぜひ一度遊び
に来て下さい。

こざくら幼稚園
〒266-0002 千葉市緑区平山町65-1

TEL 043-263-0435
FAX 043-263-7096

　広々とした緑園地帯に恵まれ、幼児教
育に最適な環境にあります。その中で遊
びを通して、豊かな感性と思いやりの心
を育て、進んでやろうとする自立心と創
造性の芽生えを培い、安全に留意し、健
康で力づよくたくましい子どもに育って
いくように努めます。

認定こども園ほまれ幼稚園

千葉聖心幼稚園

〒266-0005 千葉市緑区誉田町1-1007
TEL 043-291-1365
FAX 043-291-1407

　木のぬくもりが感じられる新しい園舎
の中、やさしい子・じょうぶな子・がんばる
子を目標とする子ども像に掲げ、温水プー
ルや広いグランド等園児の健やかな成長
を促す環境を整えています。未就園児教
室、園庭開放、朝７時～夜７時までの預かり
保育も充実しています。

土気中央幼稚園
〒267-0061 千葉市緑区土気町1630-1

TEL 043-226-5156
FAX 043-226-5170

認定こども園鏡戸幼稚園

認定こども園 白梅幼稚園

〒267-0057 千葉市緑区大木戸町428-1
TEL 043-294-5611
FAX 043-294-5103

　幼保連携型認定こども園キッズビレッ
ジには、0～5歳児のこどもたちが元気に
集まっています。一人ひとりの心に寄りそ
い個性を大切にします。思いきり遊んで
様々なことへ興味関心を広げ、心も体も
すくすく大きく育ってほしいと願っていま
す。

幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園

キッズビレッジ

聖母マリア幼稚園

〒266-0031 千葉市緑区おゆみ野4-30
TEL 043-308-5528
FAX 043-226-9825

「元気な子・考える子・やさしい子」
○和太鼓、鼓隊遊びで感性を育む。
○畑で野菜を育て、収穫の喜びを味わう。
○遊具、裸足、マラソンで体力を育む。
○花が咲く広い園庭で遊び、心が和む。
「認定こども園で良かった」と喜ばれる幼
稚園として、日々努力しています。

〒264-0032 千葉市若葉区みつわ台4-23-5
TEL 043-251-3331
FAX 043-256-6716

　緑豊かな環境に恵まれています。保護
者の教育的関心も強く大変協力的です。
特に、地域のモラル向上、日本の美しい
習慣の育成を図り、将来の指導者の芽生
えを培うことを本園の指導方針としてい
ます。

〒264-0032 千葉市若葉区みつわ台3-6
TEL 043-255-3606
FAX 043-255-3806

都賀の台幼稚園

　広い園庭での交流遊び・知能の発達を
促す「ちのうあそび」・外国人講師による
英語活動・専門講師による体育指導等も
行っています。子育て支援として未就園
児や在園児の園庭開放、育児相談、2歳
児教室、預かり保育（登園前7時半～降園
後18時半迄）等を実施しています。

〒264-0033 千葉市若葉区都賀の台4-26-15
TEL 043-256-1981
FAX 043-287-6210

　緑に囲まれた広い園庭で思いきり体を
動かした後は、びわや柿の実、畑の野菜に、
大きくなあれ、おいしくなあれと、おまじ
ないをしましょう。季節の移り変わりを感
じ、食べる楽しさを育てます。
　未就園児教室、0～2歳児親子教室な
ど地域の子育て支援も実施しています。

〒266-0005 千葉市緑区誉田町2-24
TEL 043-291-0135
FAX 043-291-2486

 四季折々の花が咲き、木の実がなり、小
鳥がさえずる自然の中にある幼稚園で
す。キリスト教精神に基づき、一人ひとり
を大切にし、子どもの主体的な遊びを大
切にしています。新しく『モンテッソーリ
の家』が出来ました。集中して良く考え、
自ら学ぶ喜びを体験しています。

〒266-0007 千葉市緑区辺田町552
TEL 043-291-1352
FAX 043-291-1233

若葉区 緑　区 （各区設立順）

若葉区 緑　区 （各区設立順）

公益社団法人  千葉市幼稚園協会 〒260-0013 千葉市中央区中央4-5-1　Qiball（きぼーる）  3 階　☎043-202-5005　FAX 043-202-5115　

親子教室開催予定！

幼児教育・保育の無償化
幼稚園または認定こども園(1号児童)を利用されている方
■対象者
　３歳児～５歳児（年少・年中・年長児）
　・満３歳から入園した児童も対象となります
■幼稚園の保育料
　○幼稚園の児童　　月額25,700円を上限に無償化
　・保育料と入園料が無償化の対象となります。
　・幼稚園が定める保育料が月額上限を超える場合、差額は保護者の負担となります。
　・多子世帯や低所得世帯の一部の方は、別途、市独自の補助制度があります。
　○認定こども園の1号児童　保育料無償化（給付型幼稚園の1号児童を含みます。）

幼稚園または認定こども園(1号児童)の預かり保育を利用されている方
■対象者
　３歳児～５歳児（年少・年中・年長児）で保育の必要性があると認定を受けた場合
　市民税非課税世帯の満3歳児で保育の必要性があると認定を受けた場合
　・保育の必要性：月64時間以上の就労等について、市の認定が必要となります。
■預かり保育料無償化　　利用日数×450円を限度に、月額最大11,300円まで無償化
　・預かり保育については、３歳となった日の次の４月から対象となります。
　・市民税非課税世帯の満3歳児については、３歳となった日から対象となり、次の４月までの間は、月額上限16,300円となります。

※実費として徴収されている費用（通園送迎費、食材料費、行事費など）は、無償化の対象外です。
※多子世帯、低所得世帯は、幼稚園が提供する給食費の一部に補助制度があります。
※令和４年４月に入園される方の上記手続きについては、幼稚園、認定こども園を経由してお知らせいたします。

　やさしい子・じょうぶな子・がんばる子
を目標とする子ども像に掲げ、人との関
わりや考えること、自ら表現することを大
切にしています。楽しい体験や異年齢児
との交流、皆でひとつのことをやり遂げる
達成感を味わうなどして、毎年明るく意
欲的な子ども達が育っています。

 花のように美しく。水のようにさわやか
に。木のように素直に。明るく元気いっぱ
いなお子さんを育む幼稚園です。
 緑あふれる環境のなかで芝生園庭があ
り様々な体験行事や保育内容を経験でき
る楽しい幼稚園生活を過ごせます。
当園のHPやfacebookをご覧ください。

あすみ中央幼稚園
〒267-0066 千葉市緑区あすみが丘6-23-2

TEL 043-205-2209
FAX 043-295-4848

花 水 木 幼 稚 園
〒266-0032 千葉市緑区おゆみ野中央6-13-１

TEL 043-291-0880
FAX 043-291-0879

子育て
電話相談室
子育て
電話相談室

毎週水曜日
AM10：00～PM4：00
夏休み・冬休み・春休みを除く

☎0120-510-439
就園前の小さなお子さんについ
ての相談、幼稚園に通うお子さ
んや親子関係の相談（コミュニ
ケーションの取り方やしつけな
ど）について、専門のスタッフ
が適切にアドバイスします。

　キジが散歩する森の園舎。木登りや林
の探検に出かける子どもたちの遊びは、
森や畑へ林や丘へと広がっていきます。
かおはにこにこがんばる子みんな仲良
くどの子もいい子を目ざす保育で、互い
のいいとこ見つけや認め合いのできる子
どもたちが、ぐんぐん伸びていきます。

参加費
無料

千葉市ホームページ
幼稚園における

幼児教育・保育無償化

動画による配信をする予定です。
詳細は千葉市幼稚園協会の
ホームページをご覧ください。

●認定こども園 千葉明徳短期大学附属幼稚園（中央区）
●真砂第一幼稚園（美浜区）
●青い鳥幼稚園（花見川区）
●穴川花園幼稚園（稲毛区）
●千城台南幼稚園（若葉区）
●土気中央幼稚園（緑区）

◇令和3年度 親子教室担当園

千葉市こども未来局　幼保支援課　幼児教育振興班　☎043-245-5100幼稚園の無償化に関する問い合わせ

千葉市幼稚園協会ホームページQRコード

　幼保連携型認定こども園として「子ど
もたちの未来を創造し、豊かな心を育む」
ことを目標に、親と子がともに育つため
の地域の子育て支援センターとしての役
割を担ってまいりました。人や環境、自然
との関わりの中で遊びを通して健康で思
いやりのある子を育むよう努めます。

認定こども園 はまの幼稚園
〒260-0824 千葉市中央区浜野町1252-4

TEL 043-261-0725
FAX 043-265-5667

　子どもたちの人生はこれから始まりま
す。大人と違いたくさんの可能性があり
ます。どんなに素晴らしい才能が眠って
いるか分かりません。隠れている才能を
引き出し育てる事が大人の役目だと思い
ます。園ではたくさんの経験と体験をし
て子どもたちは自信をつけ成長します。

認定こども園 松ヶ丘幼稚園
〒260-0801 千葉市中央区仁戸名町552

TEL 043-265-1815
FAX 043-265-1869

　朝の体育活動に始まるリズミカルな幼
稚園の一日。「動きとことばとリズム」を基
調とした特徴ある保育環境の中、子ども
たちは実にたくましく、のびやかに育って
いることに驚かされる。淑徳大学とともに
名刹大巌寺の両翼として、未来に生きる
子らの根っこを育てたい。

大 巌 寺 幼 稚 園
〒260-0812 千葉市中央区大巌寺町186

TEL 043-261-5997
FAX 043-268-0519

　積木で思考力を、体育リトミックで注意
集中力を養います。子どものやる気を積
極的に引き出し、『和・徳・体』のバランス
を一つ高いレベルに引き上げていきます。
子どもを伸ばす事を全ての保育の指針と
し、子どもが幸せになるかどうかを判断基
準としています。

梅 乃 園 幼 稚 園
〒260-0851 千葉市中央区矢作町939-6

TEL 043-222-2003
FAX 043-222-2126

　仁戸名幼稚園では、太陽の中、四季に
多種多様の花や緑がたくさんあふれる園
庭で、子どもたちは、小さな体を鍛え、自
らでルールに気付き、大人には絶対に負
けない自由で明るい絵を描いています。
　毎日毎日、子ども１人１人が、楽しく園
生活を送っています。

認定こども園 にとな幼稚園
〒260-0801 千葉市中央区仁戸名町616

TEL 043-261-5618
FAX 043-261-6391

　元気な子・頑張る子・豊かな子を教育目
標に思考力と意欲を育てるピアジェ理
論。再び訪れる事ない幼児期に脳科学で
も証明された音感教育・水泳教育が出来
る環境を整え、躾とお行儀・集中力と達成
感・自律と自己修正をキーワードに次元
の違う子育て幸福感を追求します。

九 重 幼 稚 園
〒260-0833 千葉市中央区稲荷町3-12-6

TEL 043-261-1418
FAX 043-261-5678

　開園以来一貫して心掛けてきた事は、
幼児期こそ人間関係の楽しさを知ってほ
しいということ、そして園では、子供同士
の触れ合いの中で、友達との助け合いや
けじめのある生活の基礎を身に付けさせ
ることが大きな役割と考え、教師と子供
ともども日々努力しております。

こまどり幼稚園
〒260-0805 千葉市中央区宮崎町234-1

TEL 043-261-3083
FAX 043-261-3062

　創立以来55年一貫してのびのびした
家庭的な雰囲気の中で、子ども同士の人
間関係を遊び中心に大切に育てています。
＜特色＞園外保育多数。泥んこ・水遊びの
自然体験。ボディペインティングや移動
動物園。知育遊び（グループ体験学習）・
英会話・体操。平成29年5月新園舎竣工。

認定こども園 都幼稚園
〒260-0001 千葉市中央区都町1-46-22

TEL 043-231-7047
FAX 043-231-7063

－明徳の森と山で楽しさを実感する－
　自然とかかわり五感をはたらかせて知
を育み、身体を動かして思いきり遊びま
す。また物を作る楽しさと試行錯誤しな
がら工夫するおもしろさを味わい、さま
ざまな自分の思いを共感しあうことで、
人とのかかわりを豊かにしていきます。

認 定 こ ど も 園

千葉明徳短期大学附属幼稚園
〒260-8685 千葉市中央区南生実町1412

TEL 043-265-1614
FAX 043-305-1766

　子どもの未来のために蒔いた種が園
庭のけや木のように大きく育ち、田畑や
食育、本物の体験を通して、「すごい！ふし
ぎだな！」と感動と科学の芽を育む「心」の
教育を心がけています。温水プールを導
入して健康で一人ひとりの笑顔があふれ
る園生活を目指しています。

認定こども園葵幼稚園
〒260-0801 千葉市中央区仁戸名町205

TEL 043-261-7095
FAX 043-268-1181

　子どもたちが主体的に遊びに関われる
ように環境を整え、感性豊かな子どもを
育みます。「やさしく思いやりのある子」
「自主性と創造力をもつ子」「健康でたく
ましい子」が教育・保育目標です。子ども
園の社会的役割を認識し、豊かな社会作
りに貢献します。

幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園

植草学園大学附属弁天こども園
〒260-8601 千葉市中央区弁天2-7-1

TEL 043-290-1789
FAX 043-290-7200

　本園は、健康な身体、豊かな表情、思い
やりの心、善悪をわきまえた子どもを育
成する事を教育目標にしています。
　今世紀を幸せに生きるため、卒園後も
[いじめる側][いじめられる側]にならない
心身ともに健全な人間育成を行っていま
す。いつでも参観しに来て下さい。

山 百 合 幼 稚 園
〒260-0001 千葉市中央区都町5-23-30

TEL 043-231-3600
FAX 043-231-3622

　“主体的な生き方”ができるように、
一人ひとりが健康で心豊かな人間に成長
することを願い、集団生活の中で多くの
友だちや先生と心からふれあい、家庭で
は得ることのできないさまざまな体験を
する。

院 内 幼 稚 園
〒260-0007 千葉市中央区祐光1-9-5

TEL 043-222-7775
FAX 043-222-3217

『基本しっかり、体験たっぷり』
　千葉白菊幼稚園は、子ども達の最大の
成長因子である“体験”をたっぷり用意し、
子ども達には成長を！保護者の皆様には
感動を！365日提供し続けます！
　詳しくは当園ホームページやフェイス
ブックを是非ご覧下さい！！

千葉白菊幼稚園
〒261-0001 千葉市美浜区幸町2-12-8

TEL 043-241-6600
FAX 043-241-6796

　たくさんの木々に囲まれた広い敷地に
独立園舎、雨天でも元気に遊べる遊戯棟
など子どもたちがのびのびと遊ぶことの
できる明るく笑顔あふれる幼稚園です。
　幼児期に大切な遊びを通し子どもたち
の成長につながる保育を心がけておりま
す。ぜひお気軽においでください。

認 定 こ ど も 園

千葉さざなみ幼稚園
〒261-0004 千葉市美浜区高洲1-1-20

TEL 043-243-3373
FAX 043-242-0226

 子どもの生活は「遊び」で形成されてい
ます。「遊び」が成長の力となります。
　羔幼稚園はキリスト教保育を礎とし
「遊び」を中心とした保育を９０年を超えて
行ってきました。
　新しくなった園舎で、子どもたちの
「遊び」が更に拡がるよう努めて参ります。

羔 幼 稚 園
こひつじ みどり

〒260-0004 千葉市中央区東本町5-1
TEL 043-227-6368
FAX 043-227-6360

　昭和24年創立以来、家庭的な少人数
編成で、静と動とを区別し、話を集中して
聴き、よく考える子が育つ保育を目指し
ています。思いきり体を動かす活動や興
味のある事に熱心に取り組む環境作りに
も力を入れています。白いエプロンとり
すのリュックで元気に登園して下さい。

翠 幼 稚 園
〒260-0033 千葉市中央区春日2-12-10

TEL 043-241-2913
FAX 043-241-2923

　キリスト教の愛の教えに基づき、一人
一人の個性を大切に育みます。
　また、縦割り保育を通して異年齢の交
わりの中から育ちあっていき、沢山遊ぶ
中から知恵や工夫、人との関わり、生きる
上での一番大切な土台を作ります。

双 葉 幼 稚 園
〒260-0027 千葉市中央区新田町5-8

TEL 043-242-4933
FAX 043-242-4933

　地域に支えられ、創立６9年目を迎えま
す。『伸びやかな心・健やかな体・豊かな創
造力』を保育目標とし、子どもが主体的に
遊び活動する園生活は、感動や発見に溢
れています。徒歩通園を通して家庭との
繋がりを大切にし、親も子も笑顔いっぱ
いの幼稚園を目指しています。

認定こども園 登戸幼稚園
〒260-0031 千葉市中央区新千葉3-14-18

TEL 043-241-3512
FAX 043-241-3512

　創立６９年目、地域と一体で笑顔溢れる
魅力的な幼稚園を目指しています。集中
力と聞く力を養う漢字教育、草履での健
康づくり、専任講師による体育と絵画指
導（三原色）など、特色ある保育活動を実
践しています。四季折々の行事や親子行
事で感謝と思いやりの心を育てます。

認 定 こ ど も 園

ひまわり幼稚園
〒260-0807 千葉市中央区松ヶ丘町611

TEL 043-261-2719
FAX 043-261-8886

中央区 美浜区 （各区設立順）

●3歳児（H30.4.2～H31.4.1生）●4歳児（H29.4.2～H30.4.1生）●5歳児（H28.4.2～H29.4.1生）

10月15日（金）から願書配布

11月1日（月）から願書受付
募集の詳細は千葉市幼稚園協会ホームページ
または各園にお問い合わせください。

ホームページ https://www.chibashi-youchien.gr.jp　　

幼児教育は千葉市幼稚園協会加盟園にお任せください！

令和4年度

市内一斉に園児を募集します市内一斉に園児を募集します
園 児 募 集


